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1 562 礒間 浩幸 ｲｿﾏ ﾋﾛﾕｷ 八王子富士森走友会 東京都 0:24:11
2 529 小野 春彦 ｵﾉ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 0:25:14
3 558 中川 順夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｵ 東京都 0:25:25
4 570 鳥飼 重友 ﾄﾘｶｲ ｼｹﾞﾄﾓ 東京都 0:25:39
5 512 岡崎 安隆 ｵｶｻﾞｷ ﾔｽﾀｶ 青梅若草ＲＲＣ 東京都 0:26:09
6 573 堅田 敬三 ｶﾀﾀ ｹｲｿﾞｳ 入間市 0:26:18
7 533 吉原 功 ﾖｼﾊﾗ ｲｻｵ 群馬県 0:26:32
8 546 武田 悦男 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｵ 東京陸上競技協会 東京都 0:26:47
9 568 佐藤 正敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 入間市 0:26:52
10 557 岩田 道也 ｲﾜﾀ ﾐﾁﾔ 西多摩郡陸上競技協会 東京都 0:27:06
11 528 新井 達夫 ｱﾗｲ ﾀﾂｵ 東京都 0:27:20
12 532 竹内 久人 ﾀｹｳﾁ ﾋｻﾄ 入間市 0:27:25
13 571 先名 弘一 ｻｷﾅ ｺｳｲﾁ 狭山市 0:28:57
14 554 土田 信夫 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 川越市 0:29:08
15 541 樋口 茂 ﾋｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 入間市 0:29:13
16 506 亀田 光男 ｶﾒﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京都 0:29:35
17 509 石井 正次 ｲｼｲ ﾏｻﾂｸﾞ 瑞穂ＡＣ 東京都 0:30:05
18 501 小原 壽雄 ｺﾊﾗ ﾋｻｵ ＴＥＡＭ白浜 千葉県 0:30:27
19 523 長根 三益 ﾅｶﾞﾈ ﾐﾂｴｷ 狭山市 0:30:36
20 525 黒沢 和吉 ｸﾛｻﾜ ﾜｷﾁ 狭山市 0:30:37
21 534 古屋 隆 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都 0:30:53
22 538 和田 直也 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 東京都 0:31:12
23 508 青山 征光 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾐﾂ 富士見市 0:31:34
24 559 杉山 卓 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸ 秩父市 0:31:43
25 507 吉野 育男 ﾖｼﾉ ｲｸｵ コマツ教習所 飯能市 0:31:53
26 511 野島 武夫 ﾉｼﾞﾏ ﾀｹｵ 朝霞市陸協 朝霞市 0:33:04
27 565 白井 和夫 ｼﾗｲ ｶｽﾞｵ 川口市 0:33:13
28 567 越 英明 ｺｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 0:33:57
29 527 竹田 薫 ﾀｹﾀﾞ ｶｵﾙ 飯能市 0:34:00
30 544 梅本 博之 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 狭山市 0:34:39
31 555 山川 津市 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ 飯能市 0:35:06
32 502 比嘉 義彰 ﾋｶﾞ ﾖｼｱｷ 群栄会 田中病院 群馬県 0:35:27
33 560 滝村 正雄 ﾀｷﾑﾗ ﾏｻｵ 坂戸市 0:35:47
34 505 伊藤 謙二 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 0:36:00
35 542 小柳 博史 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 東松山市 0:36:16
36 540 川島 明 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾗ 東京都 0:36:23
37 548 小川 弘 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京都 0:36:32
38 569 賀川 洋一 ｶｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 富士見市 0:36:44
39 535 青木 剛 ｱｵｷ ｺﾞｳ 入間市 0:36:59
40 504 浅利 隆昇 ｱｻﾘ ﾘｭｳｼｮｳ 川越走友会 川越市 0:37:06
41 561 永井 紀夫 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘｵ 東京都 0:37:18
42 522 水村 勝雄 ﾐｽﾞﾑﾗ ｶﾂｵ 狭山市 0:37:23
43 520 堀井 克己 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾐ 東京都 0:37:31
44 553 杉野 克美 ｽｷﾞﾉ ｶﾂﾐ 東京都 0:37:44
45 563 久米 康雄 ｸﾒ ﾔｽｵ 千葉県 0:37:55
46 550 田中 正明 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 狭山市 0:38:24
47 530 善宝 俊文 ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾄｼﾌﾐ 所沢市 0:38:53
48 566 桶田 潔 ｵｹﾀﾞ ｷﾖｼ 東京都 0:39:13
49 536 岩波 孔明 ｲﾜﾅﾐ ﾖｼｱｷ 入間市 0:39:31
50 517 植田 康裕 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 空自入間基地ＯＢ 狭山市 0:42:24
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51 537 成田 浩一 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 和光市 0:42:40
52 526 世羅 靖久 ｾﾗ ﾔｽﾋｻ 千葉県 0:42:59
53 516 肥沼 俊夫 ｺｲﾇﾏ ﾄｼｵ 東京都 0:44:09
54 551 大橋 康雄 ｵｵﾊｼ ﾔｽｵ 狭山市 0:45:16
55 503 坂本 博 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ しんちゃん 飯能市 0:47:39
56 515 菅野 ノブミツ ｽｶﾞﾉ ﾉﾌﾞﾐﾂ 坂戸市 0:47:41
57 510 在田 正義 ｱﾘﾀ ﾏｻﾖｼ 所沢走友会 狭山市 0:49:21
58 518 藤本 春美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾐ 狭山走友会 狭山市 0:50:11
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